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奈良県保育人材バンク

求職者さん用

2023年 1月16日(月)～21日(金)

子育ての仕事 オンライン個別就職面談会
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はじめに

奈良県保育人材バンク事業にご参加いただき、ありがとうございます。
皆さまの中には、初めてZoomを使う方もおられると思います。
このマニュアルで参加方法を解説しますので、よくお読みのうえ、ご参加
ください。

なお、使用するパソコンやスマートフォンが、Zoomミーティングに参加
できる環境にあるのかわからない方は、必ず事前確認を行ってください。

ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【連絡先】奈良県保育人材バンク TEL：0744-29-0160

※本マニュアルに掲載されている画像は、ご利用の機器（パソコン、スマートフォン、
タブレット並びにその機種）やブラウザにより異なることがあります。

P-02

準備物

❶インターネットに安定的に接続できるパソコン
またはスマートフォン、タブレット

❷スピーカー（機器に内蔵のものでOK）

※スピーカーの音量は各機器にて調整ください。
外付けのスピーカーを使用される場合も、音が聞こえるか事前に
確認のうえ、音量を調整してください。

❸イヤホン
※なくても構いませんが、音声を聞き取りやすくするため、
利用をおすすめします。

P-03

イヤホン
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参加環境

❶Zoomのアカウント取得は不要です。

❷参加にはZoomアプリが必要です。
※アプリインストールは、各自の責任においてZoom公式サイトまたはストアから
インストールしてください。

※すでにインストールされている場合は、必ず最新版にアップグレードしてください。
※パソコンの場合はブラウザ（Chrome）でも参加できます。

❸インターネットに安定して接続できる場所で
参加してください。
※通信料は参加者負担となります。
※使用機器のセキュリティ対策は各自の責任において行ってください。

P-04

ミーティング開始時間の１０分前には、
Zoomに接続してください。

参加URL等のメール

奈良県保育人材バンクより送信されたメールの赤枠の部分を確認ください。

P-05

＜メール例＞

※送信メールの内容（日時や参加URL等）は、
上記と異なりますので、ご注意ください。

参加URL参加URL

ミーティングID
※10または11桁の数字

ミーティングID
※10または11桁の数字

パスワードパスワード

１月１６日（月）

2023年 １月１６日(月) 
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Zoomアプリのインストール方法

➢ パソコンの場合

①メールに記載の参加URLをクリックすると、このような画面が出ます。
自動的にアプリのダウンロードが始まります。

P-06

②しばらく待っても画面が変わらない場合は
「Zoomをダウンロードして実行」をクリック。
アプリのダウンロードがスタートします。

②しばらく待っても画面が変わらない場合は
「Zoomをダウンロードして実行」をクリック。
アプリのダウンロードがスタートします。

※Zoomアプリをインストールできない
方は、「ブラウザから参加」をクリック
してください。ブラウザからの参加の場
合、「私はロボットではありません」の
メッセージ等が出ることがありますが、
進んでください。

③ダウンロードしたインストー
ラーをクリック。インストールが
スタートするので画面に従ってイ
ンストールしてください。
※パソコンによって画面は違います。

③ダウンロードしたインストー
ラーをクリック。インストールが
スタートするので画面に従ってイ
ンストールしてください。
※パソコンによって画面は違います。

Zoomアプリのインストール方法

➢ スマートフォン・タブレットの場合
iPhone、Androidそれぞれのストアで「Zoom」を検索し、
「ZOOM Cloud Meetings」をダウンロードいただくか、
下記QRコードを読み取ってダウンロードしてください。

P-07
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Zoomミーティング参加の事前確認方法

➢ パソコンの場合
メールに記載の参加URLをクリックすると、
このような画面が出ます。

P-08

①ボタンをクリック。①ボタンをクリック。

②メールに記載のパス
ワードを入力。
②メールに記載のパス
ワードを入力。

③この画面のようにZoomミーティングの
タイトルや日時が表示されたらOKです。
※確認後、Zoomを終了してください。

③この画面のようにZoomミーティングの
タイトルや日時が表示されたらOKです。
※確認後、Zoomを終了してください。

Zoomミーティング参加の事前確認方法

➢ スマートフォン・タブレットの場合

メールに記載の参加URLをクリックすると、このような画面が出ます。

P-09

名前は「氏名」(本名をフルネームで)、
パスワードはメールに記載のパスワード
を入力し、「続行」をクリック。

名前は「氏名」(本名をフルネームで)、
パスワードはメールに記載のパスワード
を入力し、「続行」をクリック。

この画面のようにZoomミー
ティングのタイトルや日時が
表示されたらOKです。
※確認後、退出してZoomを終了してく
ださい。

この画面のようにZoomミー
ティングのタイトルや日時が
表示されたらOKです。
※確認後、退出してZoomを終了してく
ださい。

2023-01-16
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Zoomミーティング参加方法/URL編

➢ パソコンの場合

❶P-08と同じ手順で、パスワード入力まで進んでください。
❷パスワード入力後、左下画面になれば、入室申請が奈良県福祉人材
センターに届いています。奈良県保育人材バンクが入室許可をする
と画面が自動的に変わりますので、それまでお待ちください。

❸画面が変わったら、コンピューターでオーディオに参加します。

P-10

「コンピューターでオーディオ
に参加」をクリック。
※これによって視聴可能となります。

「コンピューターでオーディオ
に参加」をクリック。
※これによって視聴可能となります。

入室許可後

※マイクやカメラの許可を求める画面が表示された場合は、
「許可する」をクリックして結構です。

入室許可前

Zoomミーティング参加方法/URL編

➢ スマートフォン・タブレットの場合

❶P-09と同じ手順で、パスワード入力まで進んでください。
❷パスワード入力後、左下画面になれば、入室申請が奈良県福祉人材
センターに届いています。奈良県保育人材バンクが入室許可をする
と画面が自動的に変わりますので、それまでお待ちください。

❸画面が変わったら、コンピューターでオーディオに参加します。

P-11

「インターネットを使用し
た通話」をクリック。
※これによって視聴可能となります。

「インターネットを使用し
た通話」をクリック。
※これによって視聴可能となります。

入室許可後

※マイクやカメラの許可を求める画面が
表示された場合は、「許可する」をク
リックして結構です。

入室許可前
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Zoomミーティング参加方法/ミーティングID編

URLから入れなかった場合、メールに記載のミーティングIDでも参加が
できます。

➢パソコンの場合

❶Zoom公式サイト（https://zoom.us/）にアクセス。

P-12

をクリック。をクリック。

Zoomミーティング参加方法/ミーティングID編

➢ パソコンの場合

❷画面が変わったら、ミーティングIDを入力。

P-13

メールに記載の
ミーティングIDを入力。
※10桁又は11桁の数字

メールに記載の
ミーティングIDを入力。
※10桁又は11桁の数字 入力後、参加をクリック。入力後、参加をクリック。

※「無効なミーティングIDです」と表示された場合は、IDが間違って
いる可能性があります。IDを再確認してください。

❸ここからは「P-10 Zoomミーティング参加方法/URL編」の
パスワード入力以降と同様に進んでください。

※すでにZoomアプリをインストール済
みの場合、「Zoom Launcher を開きま
すか？（またはZoom.usを開きます
か？）」と出ますので、「開く」クリッ
クしてください。



2023/1/4

8

Zoomミーティング参加方法/ミーティングID編

➢ スマートフォン・タブレットの場合
❶Zoomアプリをタップし、立ち上げます。

P-14

②
をクリック。
②
をクリック。

メールに記載の
ミーティングIDを入力。
※10桁又は11桁の数字

メールに記載の
ミーティングIDを入力。
※10桁又は11桁の数字

入力後、参加を
クリック。
入力後、参加を
クリック。

この欄に「氏名」(本
名をフルネームで）
を入力してください。
（変更方法はP-19へ）

この欄に「氏名」(本
名をフルネームで）
を入力してください。
（変更方法はP-19へ）

①Zoomアプリを起動

氏 名

Zoomミーティング参加方法/ミーティングID編

➢ スマートフォン・タブレットの場合

❷ここからは「P-1１ Zoomミーティング参加方法/URL編」のパスワード
入力以降と同様に進んでください。

P-15

メールに記載のパスワードを入力し、
「続行」をクリック。
メールに記載のパスワードを入力し、
「続行」をクリック。

※「無効なミーティングIDです」と表示された場合は、IDが間違っ
ている可能性があります。IDを再確認してください。



2023/1/4

9

退出方法

退出したい場合は、画面右下にある「退出」をクリックし退出してください。

P-16

画面下の をクリック。画面下の をクリック。

「ミーティングから退
出」ボタンが表示される
のでクリック。

「ミーティングから退
出」ボタンが表示される
のでクリック。

パソコン版 スマートフォン版

※ミーティング終了後は、奈良県保育人材バンク側でミーティングを終了しますので、自動的に退出と
なります。奈良県保育人材バンク側で終了した場合、「このミーティングはホストによって終了しました」
と表示されますので、「OK」をクリックしてください。

面談後は、アンケートにご協力をお願いします。
（アンケート用フォームをご案内します）

奈良県保育人材バンク

奈良県橿原市大久保町320-11
TEL：0744-29-0160 FAX：0744-29-6114

https://nara-hoikushibank.jp/

求職者さん用
子育ての仕事 オンライン個別就職面談会

参加マニュアル


